プレイ人数 ３人〜８人 プレイ時間 約30分

対象年齢 10歳以上

※ボブジテンをお持ちの方、特殊カード『クラークが来た』のルー
ルのみ変更となっているので、そちらの項目のみご確認頂けれ
ばプレイすることができます
※どさんこボブジテンは、他のボブジテンシリーズと混ぜて遊ぶこ
とも可能です

ゲームの準備

内容物
オコタンペ
オンネトー

お題カード
３６枚

アンヌプリ
カルルス
トムラウシ
オシンコシン

表面

６種類のお題

裏面

・お題カードすべてをよくシャッフルし、裏向きに山札を作ります
・ボブの大親友だと自負するプレイヤーからスタートします
（ボブの大親友がいない場合は、適切な方法でスタートプレイ
ヤーを決めてください）

ゲームの手順

１〜６いずれかの数字

ストーリー
日本語大好きな僕らの友人、
ボブ。彼は日本語を勉強する中で、
多くの外来語が日本語には訳されず、カタカナ語として定着してい
ることに気付いた。日本語辞典で調べても、カタカナ語の説明に
カタカナ語が使われている始末。
『だったらカタカナ語を日本語だ
けで説明する辞典を自分で作ろう
！』そんな考えから、ボブジテ
ン作りは始まった。僕らは、
そんな彼の試みに協力することにした。
ボブは辞典に載せるカタカナ語を、カタカナ語を一切使用せ
ず説明をしていきます。みんなはボブが何の説明をしているか考
えて、答えましょう。うまくみんなに伝われば、無事にボブジテン
に記載されていきます。みんなでボブジテンを完成させましょう
！

ます。得点にしたカードは各プレイヤーの前に置くようにします
５．お題を当てたプレイヤーが次のお題を出します（ゲームの手順１
〜４を繰り返す）
６．残りのお題カードの山札が１枚以下になった時のお題で解答を
最後まで行うとゲーム終了です
＊ もし間違えてカタカナ語を使ってしまったら・・・
カタカナ語を使ってしまった事に気づいたら、周りのプレイ
ヤーは指摘をしましょう。
最初に指摘をしたプレイヤーはお題を出したプレイヤーの手
札のカードを得点にし、次のお題を出す番になります。

１．スタートプレイヤーはお題カードの山札の一番上の
カードをめくり、他のプレイヤーにお題が見えないよ
うに手札として持ちます
２．カードには６つのお題が書かれていますが、どの
お題を出すかはお題カードの山札の一番上にある
カードの数字と一致する数字により決まります

て再チャレンジします。

カタカナ語とは

カルルス
トムラウシ
オシンコシン

3 番がお
題

一切のカタカナ語を使わずに、ほかのプレイヤー
に伝わるように説明をしてください
３．各プレイヤーは一度だけ回答のチャンスがあります。どのタイミン
グでも結構です、先にお題を当てたプレイヤーが得点となります
４．お題を出したプレイヤーは手札のカードを得点に。 お題を当て
たプレイヤーは、お題カードの山札の１番上のカードを得点にし

特殊カード『クラークが来た』
北海道で先生をしているクラークは、ボブに北海道
のことを教えてくれます。クラークはカレーが大好き
だけど辛いものが苦手。いつも舌がヒリヒリしていま
す。
「クラークが来た」が書かれたカードが出てきたら、
プレイヤーは舌を出して説明をしなくてはなりません。
うまく説明できなかった場合は、通常のルール同様、お題カード
を捨て札にして再チャレンジしましょう。

得点計算

＊ もし誰も正解を答えられなかったら・・・
お題カードは捨て札にして、同じプレイヤーは新しいカードをめくっ

オコタンペ
オンネトー
アンヌプリ

得たカード１枚が１点となります。合計点数が最も高いプレイヤ
ーの勝利です。同点の場合は、ボブの故郷アメリカに近い方に
住んでいるプレイヤーの勝利です。

ゲーム、
チョコレート
・外来語（例）
サラリーマン、
テレビ、
リモコン
・和製英語、
またはその略語（例）

・英語の音訳に漢字を当てはめたもの（例）珈琲、煙草
カタカナで表記されるが日本語であるものは、
カタカナ語と
（例）
メガネ、
イス、
スイカ
しません。
例：お題「ビール」
−大人の麦芽飲料

＊ここで、カタカナ語である「アルコー
ル」や「ドリンク」などは使えません。

企画：TUKAPON

アートワーク：decoctdesign

ゲームデザイン：Kazuna*

印刷協力：株式会社 萬印堂

製造販売及びお問い合わせ：
株式会社 ClaGla
〒 062-0904 札幌市豊平区豊平 4 条 13 丁目 1-7
WEB：clagla.jp ／ LINE 公式アカウント：＠ clagla
内容物に不備があった場合は［info@clagla.jp］まで

ClaGla Game LINE UP
クラグラのゲームラインナップ

拡張
セット
空気クリア

ラバーズピンク

たった今考えた
プロポーズの言葉を
君に捧ぐよ。
¥3,148（税抜）
拡張セット ¥2,037（税抜）
通常版

ストーカーブラック

即席プロポーズで結婚しよう！

どっちぼーい

トモダチのどっち、知ってる?

人生で最も幸せな瞬間！それはプロ

¥3,300（税抜）

『どっち ぼ ー い』は 質 問 の 答え が

ポーズの時！このゲームはそんな最

YESかNO か 予想する “賭けゲーム”

高の瞬間を何度も繰り返し体験する

です !! トモダチだったら当たるハ

ことができるゲームです。配られた

ズ !? はじめましてなら一気に仲良

カードを自由に組み合わせて最高の

くなれちゃうかも!?トモダチを知り

プロポーズの言葉を作りましょう！

つくしたとき、君はこう呼ばれるだ

拡張セットは通常版に混ぜることに

ろう…… 君 a.k.a どっちぼーい!!!!!!

よってプレイ人数を1人増やすことが

3-6

15-30

できます。

13

30-60

3-6

13

伝われ！オレヌコタボ!!

君にこの賞 ! あげたいで賞 !

コトバを当てるゲーム!! それが『コトバーテ

ゲ ームの合間が授賞式になるゲーム !「こ

ル』。限られた 文 字 でコトバを作りつつ、

の人アタマいいな〜」
「この人 面白いな〜」

味方が作っているコトバを推理するチーム
トバを推理するチーム

その気持ちを投票しよう! ゲームをするたび

対抗戦です。相手チームより先にお互いの

に48 種類の個性的な賞が自分の受賞ボード

コトバを当てることができれば勝利です !!

に増えていきます。いつものゲームをもっと
楽しく、授賞式をしよう!!

コトバーテル

なんだって授賞式

¥2,600（税抜）

¥4,500（税抜）

4or6

10-20

6

3-6

3×

6

どさんこボブジテンにご協力頂いた企業の皆様
謎解き空間

ナゾグラ

札幌から新たな謎解きゲームの可能性を発信する空間
です。作り込まれた空間での特別な体 験 型ゲームや
街歩き型の謎解きゲームも開催します。併設の『ゆこる』で
nazogla.jp

ゆっくりとカフェ謎に挑戦することもできます。

ボードゲームカフェ

ゆこる

札幌 大 通 駅からアクセス抜 群の場所に新しいボード
ゲームカフェが 誕 生しました。初めての方 でも安心
して遊べる明るい店内には、ゆったり寛げるソファ席の
yucoru.jp

他、人狼イベント等で便利な個室も完備しています。

株式会社ＡＩＲＤＯ/ アサヒビール株式会社 / 株式会社ウエス / 株式会社エフエム・ノース
ウェーブ / 株式会社エフエム北海道 / オエノンホールディングス株式会社 / オホーツク・
ガリンコタワー株式会社 / キロロリゾートホールディングス株式会社 / クリプトン・フュー
チャー・メディア株式会社 / 株式会社ケイシイシイ / サツドラホールディングス株式会社 /
株式会社札幌シャトレーゼ / 株式会社セコマ / 株式会社ツルハホールディングス / 株式会社
テレビ北海道 / 株式会社ニトリホールディングス / 株式会社ハセガワストア / 株式会社ヒップ
ランドミュージックコーポレーション / ホクレン農業協同組合連合会 / ポッカサッポロ フード＆
ビバレッジ株式会社 / 有限会社ラッキーピエログループ / 有限会社ラバーソウル / 株式会社
リラィアブル / 株式会社レバンガ北海道 / 株式会社ロバパン / 札幌テレビ放送株式会社 /
札幌駅総合開発株式会社 / 一般社団法人札幌観光協会 / 雪印メグミルク株式会社道南
食品株式会社 / 北一食品株式会社 / 北海道テレビ放送株式会社 / 株式会社北海道マリン
パーク / 北海道文化放送株式会社 / 北海道放送株式会社 / 北東商事株式会社 / 六花亭
製菓株式会社
※
「レバンガ」の正式名称は「レバンガ北海道」です /「シメパフェ」の正式名称は「札幌シ
メパフェ」です /「マリンパークニクス」の正式名称は「登別マリンパークニクス」です

